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2020 年６月 10 日 

各  位 

会 社 名 ク レ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 

代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史 

                               (コード番号 1757 東証第 2 部) 

問合せ先 取 締 役   岩 崎  智 彦 

                                        (Tel. 03-5775-2100) 
 

 

 

（訂正・数値データ訂正）「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 
 

2020 年５月 15 日に公表しました「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一

部訂正すべき事項がありましたのでお知らせいたします。 

なお、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも提出いたします。 

 

 

記 

 

１．訂正の理由 

   「2020 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後の有価証券報告書の作成過程におき

まして、記載内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、訂正を行うものです。 

 

２．訂正の内容 

  訂正箇所に下線を付して表示しております。 

 

 

＜サマリー情報 １ページ＞ 

１．2020 年３月期の連結業績（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日） 

 
【訂正前】 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 ⾃⼰資本⽐率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2020年3月期 2,723 906 32.9 5.22 

2019年3月期 2,592 602 23.2 4.88 

（参考） 自己資本 2020年３月期  896百万円  2019年３月期 600百万円 

 

 

【訂正後】 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 ⾃⼰資本⽐率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2020年3月期 2,546 906 35.2 5.22 

2019年3月期 2,592 602 23.2 4.88 

（参考） 自己資本 2020年３月期  896百万円  2019年３月期 600百万円 
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＜サマリー情報 ２ページ＞ 

（参考）個別業績の概要 

2020 年３月期の個別業績（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日） 

 

【訂正前】 

(1) 個別経営成績                                  （％表⽰は対前期増減率） 

 売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2020年3月期 150 △37.5 △197 － △211 － △790 － 

2019年3月期 240 － 43 － △787 － △1,002 － 

 

 1株当たり当期純利益 
潜在株式調整後1株当たり 

当期純利益 
 円 銭 円 銭 

2020年3月期 △5.40 － 

2019年3月期 △8.46 － 

 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 ⾃⼰資本⽐率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2020年3月期 2,470 1,358 54.6 7.85 

2019年3月期 2,282 1,389 60.8 11.28 

（参考）自己資本  2020年３月期 1,348百万円   2019年３月期 1,388百万円 

 

 

【訂正後】 

(1) 個別経営成績                                  （％表⽰は対前期増減率） 

 売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2020年3月期 150 △37.5 △197 － △214 － △793 － 

2019年3月期 240 － 43 － △787 － △1,002 － 

 

 1株当たり当期純利益 
潜在株式調整後1株当たり 

当期純利益 
 円 銭 円 銭 

2020年3月期 △5.42 － 

2019年3月期 △8.46 － 

 

(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 ⾃⼰資本⽐率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

2020年3月期 2,467 1,355 54.5 7.83 

2019年3月期 2,282 1,389 60.8 11.28 

（参考）自己資本  2020年３月期 1,345百万円   2019年３月期 1,388百万円 
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＜添付資料 ３～４ページ＞ 

１．経営成績等の概況 

（２）当期の財政状態の概況 

 

【訂正前】 
資産・負債・純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は 2,723,741 千円となり、前連結会計年度末と比較して 130,913 千円の増加（5.1％増）と

なりました。 

（資産） 

流動資産は 2,140,232 千円となり、前連結会計年度末と比較して 24,782 千円の減少（1.1％減）となりました。  

この主な要因は、現金及び預金 314,672 千円の増加、受取手形及び売掛金 161,938 千円の増加、前渡金 63,850 千円 

の増加、販売用不動産 253,695 千円の減少、短期貸付金 295,224 千円の減少などによるものであります。 

固定資産は 583,508 千円となり、前連結会計年度末と比較して 155,695 千円の増加（36.4％増）となりました。 

この主な要因は、建物及び構築物(純額)122,476 千円の増加、差入保証金 65,773 千円の増加などによるものであ 

ります。 

（負債） 

流動負債は 861,870 千円となり、前連結会計年度末と比較して 50,205 千円の増加（6.2％増）となりました。 

この主な要因は、未払金 47,594 千円の増加などによるものであります。 

（後略） 

 

【訂正後】 
資産・負債・純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は 2,546,191 千円となり、前連結会計年度末と比較して 46,636 千円の減少（1.8％減）とな

りました。 

（資産） 

流動資産は 1,962,682 千円となり、前連結会計年度末と比較して 202,332 千円の減少（9.3％減）となりました。  

この主な要因は、現金及び預金 314,672 千円の増加、受取手形及び売掛金 161,938 千円の増加、前渡金 236,149 千円 

の減少、未収入金 509,717 千円の減少、販売用不動産 253,695 千円の減少、短期貸付金 300,384 千円の減少、貸倒引当金

596,700 千円の減少などによるものであります。 

固定資産は 583,508 千円となり、前連結会計年度末と比較して 155,695 千円の増加（36.4％増）となりました。 

この主な要因は、建物及び構築物(純額)122,476 千円の増加、差入保証金 65,773 千円の増加などによるものであ 

ります。 

（負債） 

流動負債は 684,320 千円となり、前連結会計年度末と比較して 127,344 千円の減少（15.7％減）となりました。 

この主な要因は、受注損失引当金 150,000 千円の減少、未払金 37,594 千円の増加などによるものであります。 

（後略） 

 

＜添付資料 ４ページ＞ 

１．経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 

【訂正前】 
（前略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は 233,005 千円（前連結会計年度の営業活動の結果減少した資金は 547,364 千円でありま

す。）となりました。 

この主な要因は、税金等調整前当期純損失 422,838 千円、貸倒引当金の増加額 58,412 千円、売上債権の増加額 

180,270 千円、販売用不動産の減少額 252,434 千円、未払金及び未払費用の増加額 55,118 千円などによるものでありま

す。 

（中略） 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 

自己資本比率（％） 94.2 84.8 41.5 23.2 32.9 

時価ベースの  

自己資本比率（％） 
199.6 124.7 91.9 76.0 126.2 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
－ － － － － 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ（倍） 
387.3 － － － － 

（後略） 
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【訂正後】 
（前略） 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は 233,005 千円（前連結会計年度の営業活動の結果減少した資金は 547,364 千円でありま

す。）となりました。 

この主な要因は、税金等調整前当期純損失 422,838 千円、貸倒引当金の増加額 208,412 千円、売上債権の増加額 

171,270 千円、前渡金の減少額 236,149 千円、未収入金の増加額 290,235 千円、販売用不動産の減少額 252,434 千円、未

払金及び未払費用の増加額 45,118 千円などによるものであります。 

（中略） 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 

自己資本比率（％） 94.2 84.8 41.5 23.2 35.2 

時価ベースの  

自己資本比率（％） 
199.6 124.7 91.9 76.0 135.0 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
－ － － － － 

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ（倍） 
387.3 － － － － 

（後略） 

 

 

＜添付資料 ６ページ＞ 

１．経営成績等の概況 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

 

【訂正前】 
（前略） 

当該状況が改善されない限り、当社グループが事業活動を継続するために必要な資金の調達が困難となり、債務超過に

陥る可能性が潜在しているため、当社グループには継企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が

存在しております。 

（後略） 

 

【訂正後】 
（前略） 

当該状況が改善されない限り、当社グループが事業活動を継続するために必要な資金の調達が困難となり、債務超過に

陥る可能性が潜在しているため、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

が存在しております。 

（後略） 

 

 

＜添付資料 ７ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表（資産の部） 

 

【訂正前】 
(単位：千円) 

 
前連結会計年度       当連結会計年度 

(2019年３月31日)        (2020年３月31日) 

 
流動資産   

現金及び預金 397,957 712,629 

受取手形及び売掛金 368,210 530,149 

完成工事未収入金 7,057 27,258 

商品及び製品 27,195 17,369 

原材料及び貯蔵品 8,967 13,746 

未成工事支出金 3,942 17,793 

販売用不動産 253,695 - 

資産の部 
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仕掛販売用太陽光設備 3,300 - 

前渡金 656,907 720,757 

未収入金 840,843 841,079 

短期貸付金 319,139 23,915 

その他 105,098 121,245 

貸倒引当金 △827,300 △885,713 

流動資産合計 2,165,014 2,140,232 

固定資産 

（中略）   

投資その他の資産 

破産更生債権等 2,105,028 2,105,028 

差入保証金 30,106 95,879 

長期貸付金 120,000 108,000 

その他 20,191 30,337 

貸倒引当金 △2,105,028 △2,105,028 

投資その他の資産合計 170,297 234,216 

固定資産合計 427,813 583,508 

資産合計 2,592,827 2,723,741 

 

 

【訂正後】 
(単位：千円) 

 
前連結会計年度       当連結会計年度 

(2019年３月31日)        (2020年３月31日) 

 
流動資産   

現金及び預金 397,957 712,629 

受取手形及び売掛金 368,210 530,149 

完成工事未収入金 7,057 18,258 

商品及び製品 27,195 17,369 

原材料及び貯蔵品 8,967 13,746 

未成工事支出金 3,942 9,243 

販売用不動産 253,695 - 

仕掛販売用太陽光設備 3,300 - 

前渡金 656,907 420,757 

未収入金 840,843 331,126 

短期貸付金 319,139 18,755 

その他 105,098 121,245 

貸倒引当金 △827,300 △230,600 

流動資産合計 2,165,014 1,962,682 

固定資産 

（中略）   

投資その他の資産 

破産更生債権等 2,105,028 2,105,028 

差入保証金 30,106 95,879 

長期未収入金 - 805,112 

長期貸付金 120,000 108,000 

その他 20,191 30,337 

貸倒引当金 △2,105,028 △2,910,141 

投資その他の資産合計 170,297 234,216 

固定資産合計 427,813 583,508 

資産合計 2,592,827 2,546,191 

 

資産の部 
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＜添付資料 ８ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（１）連結貸借対照表（負債の部／純資産の部） 

 

【訂正前】 
(単位：千円) 

 
前連結会計年度       当連結会計年度 

(2019年３月31日)        (2020年３月31日) 

 
流動負債   

支払手形・工事未払金等 12,607 270,855 

買掛金 273,948 25,085 

1年内返済予定の長期借入金 55,859 49,102 

未払金 102,982 150,576 

前受金 98,319 86,303 

未払法人税等 13,955 16,409 

未払消費税等 32,405 38,292 

賞与引当金 1,750 - 

受注損失引当金 150,000 150,000 

その他 69,837 75,244 

流動負債合計 811,665 861,870 

固定負債   

（中略）   

固定負債合計 1,178,790 955,634 

負債合計 1,990,455 1,817,504 

純資産の部   

（中略）   

純資産合計 602,372 906,236 

負債純資産合計 2,592,827 2,723,741 

 

【訂正後】 
(単位：千円) 

 
前連結会計年度       当連結会計年度 

(2019年３月31日)        (2020年３月31日) 

 
流動負債   

支払手形・工事未払金等 12,607 16,535 

買掛金 273,948 270,855 

1年内返済予定の長期借入金 55,859 49,102 

未払金 102,982 140,576 

前受金 98,319 86,303 

未払法人税等 13,955 16,409 

未払消費税等 32,405 38,292 

賞与引当金 1,750 - 

受注損失引当金 150,000 - 

その他 69,837 66,244 

流動負債合計 811,665 684,320 

固定負債   

（中略）   

固定負債合計 1,178,790 955,634 

負債合計 1,990,455 1,639,954 

純資産の部   

（中略）   

純資産合計 602,372 906,236 

負債純資産合計 2,592,827 2,546,191 

 

負債の部 

負債の部 
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＜添付資料 12 ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 

(単位：千円) 

  前連結会計年度  当連結会計年度 
  (自  2018年４月１日  (自  2019年４月１日 
  至  2019年３月31日)  至  2020年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純損失（△）  △1,029,246 △422,838 

減価償却費  36,995 37,089 

新株予約権戻入益  - △1,833 

減損損失  119,003 43,245 

のれん償却額  29,891 40,313 

固定資産除却損  11,452 - 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  747,385 58,412 

賞与引当金の増減額（△は減少）  1,750 △1,750 

受注損失引当金の増減額（△は減少）  150,000 - 

受取利息及び受取配当金  △8,815 △8,403 

株式交付費  9,200 14,733 

社債発行費  - - 

支払利息  7,558 4,742 

売上債権の増減額（△は増加）  87,525 △180,270 

たな卸資産の増減額（△は増加）  146,928 △8,805 

販売用不動産の増減額（△は増加）  - 252,434 

仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加）  - 3,300 

仕入債務の増減額（△は減少）  △50,626 9,385 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）  257 29 

未収入金の増減額（△は増加）  △770,580 △235 

前渡金の増減額（△は増加）  △131,744 △63,850 

前払費用の増減額（△は増加）  △71,559 △11,316 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）  23,123 55,118 

預り金の増減額（△は減少）  11,958 △10,444 

前受金の増減額（△は減少）  98,221 △15,318 

貸付金の回収による収入  - - 

その他  49,172 △7,280 

小計  △532,148 △213,541 

利息及び配当金の受取額  596 6,637 

利息の支払額  △7,085 △4,944 

法人税等の支払額  △8,727 △21,157 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △547,364 △233,005 
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【訂正後】 

(単位：千円) 

  前連結会計年度  当連結会計年度 
  (自  2018年４月１日  (自  2019年４月１日 
  至  2019年３月31日)  至  2020年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失（△）  △1,029,246 △422,838 

減価償却費  36,995 37,089 

新株予約権戻入益  - △1,833 

減損損失  119,003 43,245 

のれん償却額  29,891 40,313 

固定資産除却損  11,452 - 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  747,385 208,412 

賞与引当金の増減額（△は減少）  1,750 △1,750 

受注損失引当金の増減額（△は減少）  150,000 △150,000 

受取利息及び受取配当金  △8,815 △8,403 

株式交付費  9,200 14,733 

社債発行費  - - 

支払利息  7,558 4,742 

売上債権の増減額（△は増加）  87,525 △171,270 

たな卸資産の増減額（△は増加）  146,928 △255 

販売用不動産の増減額（△は増加）  - 252,434 

仕掛販売用太陽光設備の増減額（△は増加）  - 3,300 

仕入債務の増減額（△は減少）  △50,626 835 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）  257 29 

未収入金の増減額（△は増加）  △770,580 △290,235 

前渡金の増減額（△は増加）  △131,744 236,149 

前払費用の増減額（△は増加）  △71,559 △11,316 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）  23,123 45,118 

預り金の増減額（△は減少）  11,958 △10,444 

前受金の増減額（△は減少）  98,221 △15,318 

貸付金の回収による収入  - - 

その他  49,172 △16,280 

小計  △532,148 △213,541 

利息及び配当金の受取額  596 6,637 

利息の支払額  △7,085 △4,944 

法人税等の支払額  △8,727 △21,157 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △547,364 △233,005 

 

 

＜添付資料 13 ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

 

【訂正前】 
（前略） 

当該状況が改善されない限り、当社グループが事業活動を継続するために必要な資金の調達が困難となり、債務超過に

陥る可能性が潜在しているため、当社グループには継企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が

存在しております。 

（後略） 

 

【訂正後】 
（前略） 

当該状況が改善されない限り、当社グループが事業活動を継続するために必要な資金の調達が困難となり、債務超過に

陥る可能性が潜在しているため、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

が存在しております。 

（後略） 
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＜添付資料 15 ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 

【訂正前】 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

 （単位：千円）

 報告セグメント 

 建設事業 
不動産事

業 
投資事業 

オート

モービル

関連事業 

コスメ

ティック

事業 

飲食事業 

エンター

テインメ

ント事業 

広告事業 合計 

売上高          

外部顧客への売上高 143,887 338,476 － 75,677 573,526 704,324 429,110 5,831 2,270,835 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
         

計 143,887 338,476 － 75,677 573,526 704,324 429,110 5,831 2,270,835 

セグメント利益又は損

失（△） 
△60,079 △277,960 △266 △18,186 308,500 △62,091 19,836 5,831 △84,416 

セグメント資産 1,181,426 360,331 105 27,872 108,820 434,909 92,004 254,863 2,460,332 

セグメント負債 2,690,266 205,787 3,820,091 213,048 － 456,075 52,790 126,126 7,564,186 

その他の項目          

減価償却費 68 12,575 － 2,219 － 15,119 5,440 － 35,422 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
206 183,685 － 447 － 14,543 9,818 － 208,700 

 

 

【訂正後】 

当連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

 （単位：千円）

 報告セグメント 

 建設事業 
不動産事

業 
投資事業 

オート

モービル

関連事業 

コスメ

ティック

事業 

飲食事業 

エンター

テインメ

ント事業 

広告事業 合計 

売上高          

外部顧客への売上高 143,887 338,476 － 75,677 573,526 704,324 429,110 5,831 2,270,835 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
         

計 143,887 338,476 － 75,677 573,526 704,324 429,110 5,831 2,270,835 

セグメント利益又は損

失（△） 
△60,079 △277,960 △266 △18,186 308,500 △62,091 19,836 5,831 △84,416 

セグメント資産 1,031,426 350,331 105 27,872 108,820 434,909 92,004 254,863 2,300,332 

セグメント負債 2,690,266 55,787 3,820,091 213,048 － 456,075 52,790 126,126 7,414,186 

その他の項目          

減価償却費 68 12,575 － 2,219 － 15,119 5,440 － 35,422 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
206 183,685 － 447 － 14,543 9,818 － 208,700 
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＜添付資料 16 ページ＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（５）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容 

（差異調整に関する事項） 

 

【訂正前】 
資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 2,578,983 2,460,332 

セグメント間消去 △144,019 △288,261 

全社資産（注） 157,863 551,670 

連結財務諸表の資産合計 2,592,827 2,723,741 

（注） 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。 

 
負債 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 7,401,130 7,564,186 

セグメント間消去 △6,262,087 △6,590,784 

全社負債（注） 851,412 844,102 

連結財務諸表の負債合計 1,990,455 1,817,504 

（注） 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。 

 

 

【訂正後】 
資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 2,578,983 2,300,332 

セグメント間消去 △144,019 △305,811 

全社資産（注） 157,863 551,670 

連結財務諸表の資産合計 2,592,827 2,546,191 

（注） 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る資産であります。 

 
負債 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 7,401,130 7,414,186 

セグメント間消去 △6,262,087 △6,618,334 

全社負債（注） 851,412 844,102 

連結財務諸表の負債合計 1,990,455 1,639,954 

（注） 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る負債であります。 

 

以上 


